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平成 21 年度
中部地区印刷協議会下期会議開催
中部地区印刷協議会は2月19日、名古屋駅前のホ

「組合として県の担当者向けに仕様書作成に関する講

テルキャッスルプラザで21年度下期会議を開き、中

習会を開き、
効果が出ている。また我々が使用してい

部 5県の印刷工業組合の幹部ら約 50人が出席して開

る積算資料を提供し、制度導入を求めた」
「強く要望し

催されました。

ていくため、
あえて官公需に直接関係しない組合員を

組合運営に関する通常の意見交換のほか、
地元組合

交渉役に当てた」といった意見が出ました。

員企業2社による業態変革実践事例の発表、官公需入

全印工連が進める業態変革実践については、
池尻事

札時の最低制限価格制度導入に対する各県工組の取

務局次長がガイドブックやセミナーの積極的活用を

り組み状況の報告を行いました。また会場では、
本年

呼びかけるとともに、
「全印工連として、今後も実例

10月15・16日に岐阜で開催される全日本印刷工業組

を含めた情報提供に努めていく」と説明しました。業

合連合会（全印工連）主催の印刷文化典のポスターを

態変革事例発表会では、永野印刷㈱（石川県金沢市）

参加工組に配付し、四橋英児地区協会長（岐阜県工組

の永野博信社長が「信頼を創ちにの実現に向けて」と

理事長）が多数の参加を呼びかけました。

のテーマで発表し、主要顧客である和菓子店に対し、

かた

最低制限価格制度導入については、
四橋地区協会長

印刷物の提供に留まらず顧客の販促支援に関する

が冒頭のあいさつで、4月から岐阜県での導入が内定

様々な提案を行う営業戦略を紹介、次に㈱ツキオカ

したことを報告。
「昨年6月の上期会議終了後、県知

（岐阜県各務原市）の月岡忠夫社長が、箔押しから可

事への要望書を作成し直接交渉に当たってきた。
知事

食フィルムの開発を手掛けるなど事業領域の拡大に

に申し上げたのは、これは『論理的』なものではなく、

ついて事例発表を行いました。

『情緒的』なものだということ。最低制限を下回る価

最後に、次期開催県

格を提示すれば失格になり、企業イメージも悪くなる。

の福島理夫理事長が挨

そういう精神的な部分で歯止めを掛けることが求め

拶を行い、下期会議は

られる」と述べられた。

終了となりました。当

さらに池尻淳一全印工連事務局次長が全体会議の

組合からは、福島理夫

席で「1月には鳥取県で導入され、岐阜県を含めると

理事長、田中泰副理事

全国10県となる。他県の動向を見て制度導入を検討

長、永野博信副理事長、

するケースも多いため、一つの弾みになる」と発言。

斎藤武志組織運営委員

その一方で「最低制限価格制度は基準価格に満たな

長、出村明経営革新委員長、大村一史教育・労務委員

い業者を自動的に失格させるが、
安い価格を提示した

長、南友裕環境委員長、津路事務局長が出席しました。

業者から聞き取りを行い、
妥当な理由があれば有効と

次期開催県の挨拶

福島理事長

なお各分科会の報告は次の通りです。
（要旨）

する『低入札価格調査制度』の導入事例もある。様々
な言い訳が通りやすくなるという点で課題が残る」
と続けられた。



経営革新・マーケティング委員会
 （出村 明副委員長＝石川）

各県工組の取り組み状況の報告では、
「担当部署の

「印刷業経営動向実態調査」を見ると2000年度は

異動もあり、直接交渉に至らない」
「自由参加型の見積

3.5％の経常利益率だったのが、今年度の速報値を見

制度が導入されており、進展していない」
「出納の窓口

ると2.0％に減少している。回答をいただく企業は比

ではなく産業振興を担当する部署に『経済問題』とし

較的好調なところが多いため、
実態はこれ以上に悪い

て話し合いを申し入れたが、意見の隔たりを感じた」

のではないか。
出席各社の業態変革の取り組みについ





 












て話を聞いたところ、シール印刷だけでなくファス

ばいいと思うが、
環境への取り組みは企業規模の問題

ナー付きの袋などを開発し、
大手食品メーカーやスー

もあり、全組合員への周知はなかなか難しい。

パーなどに提案したという話があった。
自社の機械を
動かすための提案ではなく、
本当に顧客の役に立つ提
案がこれからのキーワードになる。また、
会社が利益

組織運営委員会
 （楠 行博委員長＝富山）

を出していくのは、
社員の幸せのため。これからは社

地区協議会で各県工組が取り組むべき共通の事業

員満足度を上げていく経営が求められるのではない

テーマを作ってはどうか。それも短期ではなく2〜3

かという意見が出た。

年の中期計画を立て、
各年度で事業を考える。テーマ
は業態変革実践プランにリンクさせる。
組合員減少、賦課金減少を予測した予算のシミュ

教育・労務委員会
 （岡田 忍委員長＝岐阜）

レーション、
青年部支援の強化も必要になる。また組

近年、印刷営業士や管理営業士の講座・試験を実施

合の委員会活動は全組合員参加型にし、
広報や報告書

する工組が少ないが、
次年度は石川で印刷営業士の講

だけでなく、直接言葉でも語り合うべき。総会、地区

座・認定試験を行う。また各県間での技能検定の試験

協議会についても、積極的に情報発信を行い、青年部

レベル統一も課題である。教育・労務に関する各県の

にも話を聞いてもらう。さらに全印工連と連動した

取り組みについては、岐阜は今年度、国の助成を受け

ホームページの充実を図り、伝達事項は、郵送でなく

ながら労働時間等設定改善推進事業を進め、
従業員の

メールで数多くの情報を伝えることが求められる。

労働時間改善の啓蒙活動を行った。
三重は雇用改善事
業に取り組んでいる。石川は人材確保推進事業を進め、

共済事業委員会

講師を立てセミナーを行っている。
愛知は以前から技

 （畠山三恵子委員長＝三重）

能検定の印刷機を提供する会社を組合の認定工場と

共済制度は加入者個人、組合双方にメリットがある。

する制度を設置。教育セミナーは2月に技術系と営業

愛知では支部長が加入促進の役割を担い、若手経営者、

系に分けて行った。
富山は新入社員セミナーを毎年開

保険会社の担当者と協力しながら加入拡充に当たっ

き、
福利厚生事業として野球大会やボウリング大会も

ている。
メリットを数値化することが必要だと言うこ

開催している。

とで、
我々の扱う共済制度と他の保険会社の制度と比
較してもらう形で利用を勧めているのでぜひ活用願

環境委員会
 （細井俊男委員長＝愛知）

いたい。
共済制度は担当委員だけで加入促進を行うの

4月からの調達判断基準の見直しに伴い、国が行う

て進めることで、
より効果があるのではないかとの意

グリーン購入法基本方針説明会は、北陸地区は2月に

ではなく、保険会社、そして組織委員会と協力し合っ

見が出た。

終了し東海地区は3月に行われる。紙の場合、基準を
クリアした用紙が製紙メー
カーから十分受けられるの
かという疑問もある。グリー
ンプリンティング認定、ネッ
トを使った環境 ISO 認証取
得については、どのように参
加企業を増やすかが課題。
カーボンフットプリントも
今後、業界に影響を与える。
これを逆に武器にしていけ



   
 






くみ あ い

環境特別セミナー開催
環境委員会主催事業の一環として「環境特別セミ

りました。

ナー」が2月16日（火）午後1時から印刷会館2階会議

第2部では、環境に配慮している国内の優良食品

室において15社25名、オブザーバーとして印刷関連

メーカーや大手自動車・家電メーカーからの印刷産業

団体協議会から5名の方が加わり開催されました。

に対する要望等の報告があり、またフレキソ印刷シス

始めに環境委員会 南友裕委員長より、環境意識が高

テムの導入例、実際に採用商品化された製品などを見

まる中、印刷業界に対しても、その対応が様々な形で

ながら説明がありました。最後に質疑応答では環境へ

求められている現状を踏まえ、最重要課題の一つとし

の取り組みについて積極的な質問が飛び交うなど、
2時

て取り組む必要性があるとの挨拶があり、その後、講

間半にわたるセミナーは終了しました。

まさし

師に大日精化㈱システム事業部マネージャー 塚田昌

このセミナーを主催した感想として、塚田氏の話の

氏、㈱コムテックスフレキソグラフィック開発担当部

中で「環境は出来ることからボチボチ…という時代は

し め お

長 森田七五三氏の両名によるセミナーが行われた。

過ぎた、何もしなければ何も変わらない、環境への配
慮・取り組みは急務である」という言葉の重さが伝わり

への動向等の説明があり、それぞれの印刷会社でも既

ます。ここにきて環境保護に対する諸条例の発布や改

に環境面での各種取り組みを展開していることと思わ

定は印刷産業への早急な改革を示唆しており、これか

れるが、地球環境負荷低減ということの一つの切り口

らも勉強会やセミナーを通じ真剣に取り組みたいと思

として最新のフレキソ印刷システムの紹介・提案があ

います。

 




  
 

 

レポ

ー

第1部では、印刷業界の推移、抱えている環境問題
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「中小企業人材確保推進事業」モデル事業普及活動事業

若手教育担当者レベルアップセミナー開催 
平成22年2月25日（木）午後2時40分から石川県
地場産業振興センター本館 2階第 2研修室において
組合員18社70名が参加して開催されました。
マーケティング委員会北川和也委員長の挨拶後、講
師の田中信一氏（株式会社ビジネスコミュニケーショ
ン研究所代表取締役）が業態変革実践プラン−全印工
連 2010計画の「社員力を活かす業態変革の実践」と
のテーマで講演し、その中で①何故、印刷会社が業態







 












変革しないといけないのか？②何故、印刷会社は業態

なお、今回のセミナーの全容は、モデル事業普及活

変革が進まないのか？③何故、社長ではなく社員が

動事業講演録特集に掲載してありますので、ご覧願い

「業態変革の実践」を学ぶのか？の 3点について解り

ます。

やすく解説しながら説明し、業態変革スタートアップ
キット（業態変革・実践計画書）作成までを受講者の方
が学び、午後5時30分セミナーは終了しました。
本来このセミナーは、マーケティング委員会主催の
セミナーとして開催予定が、人材確保推進事業の事業
費変更に伴い開催したもので、また開始時刻も午後 1
時 30分の予定が、当日羽田空港で霧が発生し講師の
先生が搭乗される飛行機が欠航となり、急遽 JR での
移動となり開催時刻が変更となったものです。
受講者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたこと
をお詫び申し上げます。

■セミナーで使用した資料の一部



   
 






DS の IJ で B0 ポスター
家電の販促で色再現が評価される
大日本スクリーン製造（京都市上京区）のメディア
アンドプレシジョンテクノロジーカンパニー
（藤澤恭

は、ロールタイプとシートタイプの両方のメディア

平社長）はこのほど、パナソニック（大阪府門真市）が

（基材）に対応すると同時に、用紙に浸透しないとい

2月1日から展開している家電製品のプロモーショ

う UV 硬化インキの特性を生かし、印刷業界で広く使

ン「
『NIGHT COLOR シリーズ』夜の渋谷ジャック」

用されているさまざまな用紙のほか、アクリル・PET・

キャンペーンに同社のインクジェットプリンターで

金属など、多様なメディアへの印刷が可能なもの。

協力。
多様なメディアを組み合わせたパナソニックの

加えて、超微細でオフセットに比べてガモット（色

プロモーションにおいて、東京の JR 渋谷駅構内など

再現域）の広いインクを採用し、白色インクの装備も

に掲出される臨場感あふれる B0サイズポスターを

可能となっている。

ワイドフォーマット UV インクジェットプリントシ

今回のような大規模なキャンペーンでの異なるメ

ステム「Truepress Jet（トゥループレスジェット）

ディア同士の色合わせにおいても、
より精度の高い統

2500UV」によって出力したことを発表した。

一感が得られ、
広告手法のバリエーションの拡大に寄

今回のように多様なメディアを融合した大規模な

与する。

プロモーションでは、
それぞれのコンテンツを制作す

このように、従来の課題を解決するとともに、高い

る印刷システムの違いによる発色の差異などから色

印刷品質、
優れた再現性と耐候性などの特長を持った

の統一感を得ることが非常に困難となっていた。

同装置が評価され、
今回の多様なメディアを活用し色

また、
従来は紙メディアに対する大サイズポスター

にもこだわったパナソニックのプロモーションにお

の出力には水性インクジェットプリンターが利用さ

いて、
キャンペーン用大サイズポスターの出力機とし

れてきたが、
印刷できる用紙がプリンター専用紙など

て採用された。

に限られることからデザイナーの表現意図が制限さ



今回使用された「トゥループレスジェット 2500UV」

同社では、今回のプロモーションへの協力を機に、

れるなど、デザイン面においても課題となっていた。

今後もデザイン業界からの期待に応えるとともに、
広

ruepress Jet 2500UV

施工後の風景





 












告コンテンツの品質のレベルアップを追求し、
多様化

ンにする』ことを通して、環境にも貢献できるのでは

が進む広告宣伝業界に貢献していく方針を打ち出し

ないでしょうか。今後のプロモーションでも、
ぜひ利

ている。

用したいと思っています」

■博報堂クリエイティブセンターアートディレクター・

■中野直樹広告事務所アートディレクター・

遠藤礼奈氏のコメント

藤原準氏のコメント

「最新の UV インクジェットプリンターによる仕上

「用紙が選べることと、色域の広さ、イメージとぶ

がりをとても楽しみにしていました。そして、
解像度

れのない高再現性などから、今回『トゥループレス

がとても高いこと、
インクの発色が良いことに感動し

ジェット2500UV』を採用しました。特に、用紙選び

ました。また、
多様なメディアを駆使する大規模なプ

が可能な点は相当なメリットだと言えます。今までは、

ロモーションにおいては、
用紙や基材選択の自由度に

おおむね『印刷』でしか表現できなかったものに対し、

より出力機を統一できることは、デザイン面でも、作

今後は『出力』という選択肢が増えたと思います。以

業効率の面でも、とても重要な要素であり、計り知れ

前使用したことのある UV インクジェットプリン

ないメリットになると思います。
発注先を一元化でき

ターの出力では、特有の走査線が目に付きましたが、

ると、
広告代理店にとっては本当に作業効率がアップ

今回の出力結果は超速乾の UV 方式でインキを盛る

します。VOC フリーの『トゥループレスジェット

ことができるためか、高品質、高画質で非常にきれい

2500UV』は、思い描いたイメージを再現できる高性

な仕上がりに驚きました。
今後も機会があればいろい

能な機械でありながら環境に優しいため、
デザインに

ろな場面でぜひ活用したいと思います」

携わる者として目指す『捨てられないようなデザイ

（株式会社印刷之世界社 提供）

リレーコラム
常務理事（マーケティング委員長） ㈱キタガワ印刷

北川

和也

2月 5・6日に開催された「Print Next」に参加して

つつあります。最初はやはり、
仕事のことが頭にあっ

きました。
リーダーとしての自覚を深めるという観点

たのかもしれません。しかし、
いろいろな事で地域や

から、4 つのゾーンでの勉強会が開かれました。過去

団体のお世話役をすることによって、
見えてくるもの

に催された事業とはあきらかに違い、
「どう対応して

がたくさんありました。何より「人」とのつながりの

いくか」ではなく「どう切り拓いていくか」に重点をお

重要性が再確認できました。
何事も一人では成し得る

き、学びたい者は学んでくださいという感覚が増して

ことはできませんし、
頭でっかちな理論になりがちで

いたように思います。

す。分かち合うことによって生まれるエネルギーは、

この Print Next では日本創り、地域創り、企業創

絶大であることを再度学びました。

り、人創りと4つある勉強会のなか、
「地域創りゾー

「地域」とは金沢というくくりでも、町というくく

ン」に参加しました。
「地域」は私の大切なキーワード

りでも良いと思います。仕事・家庭・子ども・友人・

でもあり、もちろん仕事にも生かせる「何か」をつか

娯楽、
どれをとっても地域が絡んできます。地域を大

みたいと考えたからでした。
パネルディスカッション

切にすることにより、
そのどれもが輝きを増してくる

形式の会では、
アイディアを多くもらえました。今後

ことになると思います。まず地元を好きになること、

は印刷業界に限らず、与えられたモノをこなすより、

良いところを見つけることから始めて、
人と仲良くコ

新しいモノをどう作っていくかがポイントになって

ミュニケーションをとることが、
何においても重要な

いくように感じられました。

ような気がします。

最近では「地域と共に」は私のライフワークになり


   
 






改正労働基準法について

事務局日記

（施行期日 平成22年4月1日）

2月13日 加賀支部新年会

16日 「環境特別セミナー」

■ はじめに

（印刷会館）

18日 小松支部定例総会及び新年懇親会
（粟津温泉：金閣）

現在労働時間の現状は、週60時間以上労働する労
働者の割合は全体で10.0％、特に30歳代の子育て世

（山代温泉：白山菖蒲亭）

19・20日 中部地区印刷協議会下期会議

代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の割合

25日

は20.0％となっており、長時間にわたり労働する労働

（名古屋市）

人材確保推進事業モデル事業普及活動事業セミナー
（石川県地場産業振興センター）

3月 8 日 人材確保推進事業検討委員会及び事業成果分析
検討会
（印刷会館）

者の割合が高くなっています。
こうした働き方に対し、労
働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための

25日 第5回理事会

時間を確保して働くことができるように労働環境を整備
することが重要な課題となっています。

（印刷会館）

今 後 の 予 定

このため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を保
持するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現

4月 中旬

監事会

（印刷会館）

することを目的とした改正労働基準法が成立しました。

4月 下旬

第6回理事会

（印刷会館）

5月 8 日 平成22年度通常総会及び第1回理事会
（金沢エクセルホテル東急）

■ 主な改正内容
!「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
¡
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、

6月12日 新任理事会

（加賀石亭）

18・19日 中部地区印刷協議会上期会議 （ホテル日航金沢）

労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対

お 知 ら せ

する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされ
ます。
@法定割増し賃金率の引き上げ
¡ 月60 時間を超える法定時間外労働に対して、使
用者は50％以上の率で、計算した割増賃金を支
払わなければなりません。
¡ 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付
与する制度（代替休暇）を設けることができます。
¡中小企業には当分の間適用が猶予されます。

平成22年度 通常総会のご案内
日 時：平成22年5月8日（土）
午後4時から通常総会
午後6時から懇親会
場 所：金沢エクセルホテル東急
5階「フォレストルーム」
（金沢市香林坊2‐1‐1）

#時間単位年休
¡ 労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与
することができるようになります。
※詳しい内容は、最寄りの労働基準監督署へお問い合
わせください。

http://www.ishikawa-pia.jp/

編集後記
時が経つのは早いもので、ついこの前年が明けたと思
ったら、もう3月も終って新年度を迎えようとしております。
官公庁や組織によっては1〜12月で1年、または4〜
3月で1年としています。企業の場合では決算を色々な月
に置き、翌月から新たにスタートがきられる事があります。
会社・組織によってスタートが違う様に、個人のスター
トも違っても良いのじゃないかと最近考えます。だから私
は今月を新たな1年のスタートにしよう思います。
皆さんはどのように1 年のサイクルを考えていらっしゃ
いますか？
世間の風が冷たい昨今ですが、一度リセットして取り
組む必要がありそうだと思います。
（K・Y）

E-mail:info@ishikawaken-pia.or.jp
この広報紙は「中小企業人材確保推進事業助成金」で作成いたしました。

